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SDGs 達成へ向けた地域創生に関する教育プログラムの実践
‐ 関東学院六浦中学校・高等学校における総合学習の事例 ‐

杉原亨　出石稔　木村乃　牧瀬稔

概要
　2015 年 9 月に国連サミットで、エネルギー・健康・まちづくり・働き方・ジェンダーな
どを対象にした 17 の目標と 169 のターゲットからなる「持続可能な開発目標（SDGs）」を
掲げられた。SDGs の枠組みは行政だけでなく社会全体に急速に広がっている。この流れ
を踏まえて、2019 年度 1 学期に関東学院六浦中学校・高等学校における中学 3 年生を対象
とした総合学習で、SDGs 達成へ向けた地域創生に関する教育プログラムを実施した。受
講生は SDGs の基礎、地方創生の現状、ごみ屋敷や空き家の問題について、グループワー
クやフィールドワークを通じて学習し、最後に自分ごととしてどのように地域課題に取り
組むかについて考え、プレゼンテーションを行った。

1. 教育プログラムの背景
1.1. SDGs（持続可能な開発目標）について
　従来、国連を中心に地球環境や経済成長な
どを踏まえた持続可能な開発に関して多くの
議論が行われてきた。その中でも、大きな契
機として 2000 年に国連でミレニアム開発目標

（Millennium Development Goals: MDGs）が掲
げられた。この MDGs を発展させた目標として、
2015 年 9 月に国連サミットで、加盟国が全会一
致で 2030 年に向けた国際社会全体の普遍的な
目標として「我々の世界を変革する：持続可能
な開発のための 2030 アジェンダ」を採択した。
そして、アジェンダとして、エネルギー・健康・
まちづくり・働き方・ジェンダーなどを対象に
した 17 の目標と 169 のターゲットからなる「持
続可能な開発目標（Sustainable Development 
Goals：SDGs）」を掲げた。また、目標やター
ゲットの達成度を 232 のインディケーター（指
標）1 で評価している。SDGs は「誰一人取り残

さない（No one will be left behind）」という考
え方に基づいて定められた目標である 2。MDGs
との主な違いは、SDGs は発展途上国だけでな
く先進国もともに取り組む普遍的な目標とした
こと、また対象を社会開発分野だけでなく、持
続可能に必要な経済、社会、環境分野の目標を
包括したことがあげられる（弓削 2018）。
　日本においても SDGs は大きく動き始めてい
る。2016年12月には、内閣総理大臣を本部長とす
る持続可能な開発目標（SDGs）推進本部 3 が SDGs
実施指針を決定、2017 年 12 月には「SDGs アク
ションプラン 2018」を策定した。また、2018 年
8 月には、「STI for SDGs 文部科学省施策パッ
ケージ 4」にて、科学技術イノベーション（STI）
施策を通じた SDGs 達成への文部科学省の貢献
のあり方を整理し、その実現のために必要とな
る施策を体系的に示した。さらには、「SDGsアク
ションプラン 2019」では、3 つの柱を掲げ、その
柱は、「Ⅰ .SDGs と連動する Society 5.0 の推進」

1　SDG Indicators, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list（2019 年 10 月 18 日アクセス）
2　 SDGs の概要については、外務省の HP を参照した。JAPAN SDGs Action Platform, https://www.mofa.go.jp/

mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html（2019 年 10 月 5 日アクセス）
3　持続可能な開発目標（SDGs）推進本部 , https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/（2019 年 10 月 5 日アクセス）
4　 STI for SDGs 文部科学省施策パッケージ, http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kokusai/sdgs/1408738.htm

（2019 年 10 月 5 日アクセス）
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「Ⅱ .SDGs を原動力とした地方創生」「Ⅲ .SDGs
の担い手として次世代・女性のエンパワーメン
ト」であった。このように国全体として SDGs
は急速な広がりを見せている。
　SDGs の研究は様々なアプローチで取り組ま
れている。ここでは一部だけ触れたい。海外で
は、Patole(2018) や Reddy(2016) が、SDGs のロー
カライズ（地域化）の方法について論考してい
る。国内では、蟹江（2017）や勝間（2018）が
SDGs の成り立ちや可能性をまとめており、佐藤
他（2017）は SDGs と環境教育、田中他（2019）
は持続可能な地域とまちづくりについて、北村
他（2019）では ESD や地球市民の教育について
論じている。この他にも様々な媒体で SDGs に
関しての企業、自治体、教育機関などの実践事
例が報告されており、発展途上の状況である。

1.2. 地方創生と SDGs
　増田（2014）は、東京一極が招く人口減少と
して、若年層を中心に今後も東京圏への人口移
動が収束しなかった場合、2010 年から 2040 年
までの間に 20 歳から 39 歳の女性人口が五割以
下に減少する市区町村数は 896 自治体で、全体
の 49.8％に達する結果となり、これら自治体を

「消滅可能性都市」とし、国力の衰退につながる
と指摘している。
　このような地方の危機に対して、国は 2014 年
に、地方創生の理念などを定めた「まち・ひと・
しごと創生法」と、地域の活性化や発展を目指
す地方自治体の支援をする「地域再生法の一部
を改正する法律案」の地方創生関連 2 法を制定
した。さらに、「まち・ひと・しごと創生長期ビ
ジョン」で、人口減少や東京一極集中の現状を
踏まえて、人口減少への歯止めや多様な地域社
会の形成などを目指している（まち・ひと・し
ごと創生本部 2014a）。また、「まち・ひと・しご
と創生総合戦略」では、長期ビジョンを踏まえ、
2015 年度を初年度とする今後 5 ヵ年の政策目標

や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめて
いる。政策の４つの基本目標として、①地方に
おける安定した雇用を創出する、②地方への新
しいひとの流れをつくる、③若い世代の結婚・
出産・子育ての希望をかなえる、④時代に合っ
た地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、
地域と地域を連携する、を掲げている（まち・
ひと・しごと創生本部 2014b）。他方、自治体に
おいても地方版地方創生総合戦略や人口ビジョ
ンを策定するなど、国と歩調を合わせて取り組
みを進めている。また、牧瀬（2017）及び牧瀬
他（2019）では、地域や都市の売り込みを重視
したシティプロ―モーションの手法を用いた地
方創生の成功事例とその要因を示している。
　大学を対象とした政策では、2013年度から、大
学等が自治体と連携し、全学的に地域を志向し
た教育・研究・地域貢献を進める大学等を支援す
ることで、課題解決に資する様々な人材や情報・
技術が集まる、地域コミュニティの中核的存在
としての大学の機能強化を図ることを目的とし
た「地（知）の拠点整備事業（COC）」を実施し、
2013 年度には 319 大学が申請し、52 大学が採択
された。COC 事業を発展した形で 2015 年度は、
若年層の東京一極集中の解消のため、地方の大
学群と、地域の自治体・企業や NPO、民間団体
等が協働し、地域産業を自ら生み出す人材など
地域を担う人材育成を推進する「地（知）の拠
点大学による地方創生推進事業（COC+）」を推
進した 5。また、地域に関連した学生調査の事例
として、杉原（2015a）では地方短期大学生の地
域に対する考え方を明らかにし、杉原（2015b）
は地方国際系大学生を対象に外国人との多文化
共生に関しての意識を分析している。
　SDGs と地方創生との関連については、2018
年 6 月に、地方創生分野における日本の SDGs モ
デルを形成するために、「SDGs 未来都市」とし
て神奈川県や横浜市など 29 都市、「自治体 SDGs
モデル事業」として先導的な取り組みの 10 事業

5　 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）, http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/coc/
index.htm（2019 年 10 月 18 日アクセス）
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を選定した 6。これらを発展した形で 2019 年度
についても SDGs 未来都市及び自治体 SDGs モ
デル事業の選定を実施した。また、2019 年 1 月
に SDGs 全国フォーラム 2019 で、自治体が人口
減少などの社会的課題の解決と持続可能な地域
づくりに向けて、企業や教育機関、住民などと
の官民連携を推進していく「SDGs 日本モデル」
宣言が発表された 7。
　自治体 SDGs 推進評価・調査検討会（2018）
の調査では、全国自治体（有効回答 1020 件）
の SDGs 認知度に関しては、SDGs の目的や構
成を知っているのは 66％（687 件）であり、自
治体レベルでは認知が広がっていることがわか
る。このような状況において、SDGs の実践に向
けて、自治体 SDGs ガイドライン検討委員会編

（2018）は、自治体が SDGs 導入するためのガイ
ドラインを作成した。また、同委員会（2019）
は、SDGs の自治体の SDGs がどの程度進捗し
ているかを管理するために、SDGs のグローバ
ルインディケーター（指標）を基に自治体版の
ローカル指標を作成した。さらに、WEB サイト
において、自治体における SDGs 達成に向けた
取組や成功事例を登録・検索・共有することを
可能とするプラットフォームとして、「ローカル
SDGs プラットフォーム」が存在する 8。これら
から急速に地方創生と関連させて SDGs が推進
されていることが伺える。

1.3. ESD（持続可能な開発のための教育）の展開
　教育の側面では、2002 年の国連総会において、
2005 年から 2014 年までを「持続可能な開発の
ための教育の 10 年」とすることが決議された。

ESD（Education for Sustainable Development）
は持続可能な社会づくりの担い手を育む教育で
あり、日本でも様々な取り組みが展開されてき
た 9。初等中等教育における学習指導要領におい
ても持続可能な社会づくりとして、ESD の推進
が明記されており 10、日本ユネスコ（2018）は、
学校現場における ESD 推進を目的としたガイ
ドラインを作成した。高等教育に関しても中央
教育審議会（2018）では「2040 年に向けた高等
教育のグランドデザイン（答申）」にて、SDGs
を達成するための ESD 推進が提言されている。
このような状況を踏まえて、従来 ESD の中心的
役割を担ってきた小学校、中学校、高校だけで
なく、大学でも SDGs と関連させた動きが活発
になってきている。SDSN（2017）は、オース
トラリア、ニュージーランドおよび太平洋地域
の大学向けに SDGs の実践ガイドブックを制作
した。狩野他（2017）はこのガイドブックの日
本語訳のバージョンを作成した。実践事例とし
て、平本（2018）は金沢工業大学の SDGs ビジ
ネスに関するカリキュラムの実践、及び受講者
の分析により教育効果を明らかにしている。ま
た、村山他（2019）学校種を問わず、社会人も
含めた SDGs のワークショップ手法の実践を報
告している。
　このような背景のもと、中学生を対象とした
SDGs 達成へ向けた地域創生に関する教育プロ
グラムの開発と実践を行った。

2. SDGs 達成へ向けた地域創生に関する教育プ
ログラムの概要
　2019 年 4 月より、関東学院六浦中学校・高等

6　 環境モデル都市・環境未来都市・SDGs 未来都市 , https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/（2019 年
10 月 5 日アクセス）

7　 「SDGs 全国フォーラム 2019」, http://www.pref.kanagawa.jp/docs/bs5/sdgs/sdgsforum2019yokohama.html
（2019 年 10 月 18 日アクセス）

8　ローカル SDGs プラットフォーム , https://local-sdgs.jp/?lang=ja（2019 年 10 月 18 日アクセス）
9　 ESD（Education for Sustainable Development） と は？ , http://www.mext.go.jp/unesco/004/1339970.htm

（2019 年 10 月 18 日アクセス）
10　 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答

申）持続可能な社会づくりに関連する記載（抜粋）, http://www.mext.go.jp/unesco/002/006/001/shiryo/
attach/1407469.htm（2019 年 10 月 18 日アクセス）
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学校における中学 3 年生を対象とした総合的な
学習の時間でのプログラムの 1 つとして、SDGs
の視点を踏まえた地域創生をテーマとした授業
を行った。外部講師として、関東学院大学法学
部地域創生学科の教員（出石、木村、牧瀬）及
び高等教育研究・開発センターの教員（杉原）
が授業を担当した。プログラムは 2019 年 4 月か
ら 7 月の期間にて 10 コマ（1 コマの授業時間は
50 分）で構成し、2 コマの連続授業で 5 回に分
けて実施した。
　この授業では、（１）SDGs と関連させて、私
たちにより身近な地域の課題を捉え、解決策を
立案すること、（２）グループワークやフィール
ドワークを通して、社会で必要な力（コミュニ
ケーション力、情報収集・分析力、企画力など）

表 1. シラバス　総合的な学習の時間「地域の課題を探してみよう！ -SDGs の視点から -」

六中高３年生対象の 2019 年度　3年生
「総合学習」シラバス

１．教科・テーマ
　総合的な学習の時間「地域の課題を探してみよう！ -SDGs の視点から -」

２．学年・クラス
　中学３年生

３．外部担当者
　関東学院大学法学部地域創生学科　出石稔教授、木村乃准教授、牧瀬稔准教授
　関東学院大学高等教育研究・開発センター　杉原亨准教授

４．本校担当者
　※六中高側で決定

５．授業のねらいと達成目標
　関東学院大学法学部地域創生学科の先生方を講師として迎え、SDGs（世界の未来を変えるための１７の項目）
と関連させて、私たちにより身近な地域の課題を捉え、解決策を立案していきます。そして、グループワークや
フィールドワークを通して、社会で必要な力（コミュニケーション力、情報収集・分析力、企画力など）を身に
着けることを目標とします。

６．授業の進め方、学習上の留意点
　SDGs をどのように自分事として捉えることができるかを、地域社会の課題解決と関連させながら考えていく。
授業では、グループワークなどのアクティブラーニングの手法を取り入れつつ、学外（課題が生じている地域の
現場）へのフィールドワークを実施する。最終回には SDGs の視点からの地域の課題解決策について発表を行う。

７．評価方法など
　試験は行いません。評価は授業中のグループワークやリアクション（積極的発言、意欲的な質問）等への取組
み、学外へのフィールドワークの積極的参加を重視します。

８．受講生人数（確認事項）
　中学 3 年生　12 名から 16 名程度

を身に着けること、を到達目標とした。内容と
しては、「教室で政策の基本を学び、現場で課題
を体感する」ことをコンセプトとして、具体的
には SDGs の基礎的な概要に関する講義や、グ
ループワークなどのアクティブラーニングの手
法を取り入れつつ、学外（課題が生じている地
域の現場）へのフィールドワークを実施したう
えで、最後にグループで地域の課題解決案につ
いて SDGs の視点を踏まえたプレゼンテーショ
ンを行った（表 1・2）。
　授業開始にあたり、2019 年 3 月に総合的な
学習の時間に関する生徒向けの説明会が開催さ
れ、担当者が 11 のプログラムを紹介したうえ
で、生徒が関心を抱いたプログラムを選択した
結果、12 名が本プログラムに参加した。
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表 2. 授業計画「地域の課題を探してみよう！ -SDGs の視点から」

回・コマ 月日 担当講師 テーマ・概要

第１回・①

4 月 10 日 杉原

【SDGs を自分ごととして捉える】
　2015 年に国連は、SDGs（世界の未来を変えるための 17 の目
標）を掲げました。SDGs は「誰一人取り残さない」という考え
方に基づいて定められた目標です。授業では SDGs に関する基本
的な知識を得た後に、グループワークを通じて SDGs に関して、
どのような分野に興味や関心があるのかを考えていきます。

第１回・②

第２回・③

4 月 24 日 牧瀬

【地方創生の背景と現状－なぜ、いま地方創生なのか？】
　国をあげて地方創生がはじまり５年が経過しました。そこで本
講座では、最初に地方創生がはじまった背景を紹介します。その
後、現時点における地方創生の現状を言及します。ここまでが講
師による講義になります。その後、講義を受けて、グループに分
かれ、地域において望ましい地方創生を考えます。最後に各グ
ループから発表します。
【SDGs の関連分野】
08 働きがいも経済成長も
09 産業と技術革新の基盤をつくろう
11 住み続けられるまちづくりを

第２回・④

第３回・⑤

5 月 8 日 木村

【地域に空き家が増えているのはなぜ？ー現場から学ぶ】
　いま、空き家が増えています。誰かが持っている家なのになせ

“空き家”になってしまうのでしょう？
　空き家が増えているまちを実際に歩き，町内会の方々へのイン
タビューにも挑戦してみましょう。
【SDGs との関連】
11　住み続けられるまちづくりを…人口減少社会にあっても元
気なまちでいられるためには？
17　パートナーシップで目標を達成しよう…行政だけでなく町
内会や若者、会社やお店にできることもあるのでは？

第３回・⑥

第４回・⑦

6 月 12 日 出石

【現代の都市問題の一つ・ごみ屋敷問題を考えるー現場から学ぶ】
　最近、テレビのワイドショーなどでもたびたび取り上げられる
ごみ屋敷問題。悪臭・害虫の発生、放火・犯罪の恐れ、景観の悪
化など隣近所に大きな迷惑をかけ、都市の住宅地の社会問題とし
てクローズアップされています。なぜごみ屋敷が生まれるのか、
実際のごみ屋敷を見て、考えてみましょう。
【SDGs との関連】
11　住み続けられるまちづくりを…ごみ屋敷をなくし、快適な住
環境を
17　パートナーシップで目標を達成しよう…行政だけでなく、医
療機関、自治会・町内会などみんなで解決

第４回・⑧

第５回・⑨

６月 26 日 木村・杉原・
出石・牧瀬

【身近な地域の課題とその解決策を考える～グループワークと発表】
　第２回から第５回までに学んだことを振り返りながら、皆さん
自身が身近に感じている地域課題を取り上げ、その解決策を考
え、発表します。発表にあたっては「SDG ｓの 17 の目標」との
関連性についても考え、発表内容に盛り込んでみましょう。それ
が、“SDGs を自分ごととして捉える”ことにつながります。

第５回・⑩
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3. プログラムの実践
　次に、各回（全 5 回）の授業実践について述
べたい。
3.1  SDGs を自分ごととして捉える（第 1 回）
　全体の流れとして、受講生は、前半で講義形
式にて SDGs に関する基礎知識を学び、後半で
は、SDGs を自分ごととして捉えるために、独
自のワークシートに取り組み、グループワーク
に取り組んだ。
　授業の到達目標は、（1）社会問題に対して具
体的にどんな領域・分野に興味関心があるのか
を説明することができる、（2）自分の興味関心
のある SDGs のゴールに対して、自分ごととし
て捉えることができる、に設定した。
　授業では、最初に SDGs について受講生にイ
メージしてもらうために、外務省がタレントの
ピコ太郎を起用して作成した SDGs のプロモー
ション動画 11 を流した。それから、自己紹介と
プログラム全体の紹介をした後に、SDGs の概
要や 17 の目標及び日本での取り組み事例を紹
介した動画 12 を共有したうえで、スライドを用
いて SDGs の成り立ちについて説明した。次に、
SDGs の 17 の目標について、設定された目的や
世界の現状を理解してもらうために、国連が制
作した SDGs シリーズ「なぜ大切か」の資料 13

を説明した。そして、SDGs に関連した代表的
に事例として、プラスチックごみの問題を取り
上げ、新聞記事 14 を活用して解説を行った。
　後半のワークでは、受講生は4人1組のグルー
プに分かれたうえで、杉原他（2019）が開発し
た 2 つのワークに取り組んだ。最初のワークで
は、まずは個々で A3 用紙サイズの「SDGs 興
味関心マップ」に SDGs に関する 17 の目標のア
イコンを 3 段階の関心の度合い（かなり関心あ

る・まあ関心ある・あまり関心ない）で分類し
た（図 1）。その後に、グループで 17 のゴール
を配置した理由などについて話し合いを行った。
　次のワークでは、受講生は、SDGs が達成さ
れた 2030 年の社会をイメージし、理想的な暮
らし方・働き方を発想するために、A3 用紙の

「SDGs 未来マップ」に対して、（1）先の興味関心
マップで最も関心がある目標を３つ選択し、（2）
SDGs 未来マップに３つの目標を貼り、（3）選
択した3つの目標が2030年に全て達成されたと
仮定して、どのような社会になっているか自由
に想像を膨らませ、黒色の文字や絵などで表現
した。さらに、実現したい理想の社会が書かれ
た文字・絵の近くに、実現に向けて自分が現実
的に一歩踏み出せることを赤字で記述した（図
2）。その後、再度グループワークを実施した。

図 1.SDGs17 への興味関心マップ（参考例）

図 2.SDGs 未来マップ（事例）

11　 ピコ太郎 × 外務省（SDGs）～ PPAP ～ , https://www.youtube.com/watch?v=H5l9RHeATl0（2019 年 8 月
31 日アクセス）

12　 SDGs NOW! 17 Goals to Transform Our World,　https://www.youtube.com/watch?v=WXpZ-b4Qskg（2019
年 8 月 31 日アクセス）

13　SDGs シリーズ「なぜ大切か」,https://www.unic.or.jp/news_press/info/24453/（2019 年 9 月 1 日アクセス）
14　 2 つの新聞記事で解説した。朝日新聞朝刊 2018 年 8 月 30 日脱「プラスチック」まずはストロー、朝日新聞

朝刊 2018 年 12 月 16 日 2030SDGs で変えるプラごみ深刻
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3.2 地方創生の背景と現状－なぜ、いま地方創生
なのか？（第 2 回）
　この回の授業では、受講生は地方創生の現状
と課題について、講義とグループワークに取り
組んだ。講義では、（1）地方創生の意味、（2）
日本の将来人口推計、（3）人口増加の成功事例、

（4）地域活性化の成功事例、について学んだ。講
義資料は、受講生の集中力を高めるために、重
要なキーワードを穴埋めにし、クイズ形式でグ
ループによるミニワークにて考えさせる形式に
している（図 3）。講義の後に、グループワーク
で地域において望ましい地方創生を検討し、最
後に各グループからの発表を行った。

図 3. グループワークに対応した穴埋めテスト（一部）

3.3 地域に空き家が増えているのはなぜ？ー現
場から学ぶ（第 3 回）
　この回の授業では、教室ではなく横須賀市の
鷹取町でフィールドワークを実施した。全体の
流れとしては、授業前に六浦中高の担当教員が
生徒を引率したうえで鷹取町内会館前に集合
し、鷹取町内会長が鷹取町内を案内して散策し
た（図 4）。その後、受講生は空き家を活用した

地域交流拠点の「守谷ノ間」に集合し、町内会
長からの講話を聴き、質疑応答を実施した（図
5）。当日、受講生は配布されたレジメにメモを
して学習を行った（図 6）。

図 4. 鷹取町内視察

図 5. 空き家で町内会長の講話聴講

図 6. 配布レジメ

3.4 現代の都市問題の一つ・ごみ屋敷問題を考え
る ‐ 現場から学ぶ（第 4 回）
　近年、ごみ屋敷は悪臭・害虫の発生、放火・
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犯罪の恐れ、景観の悪化など隣近所に大きな迷
惑をかけ、都市の住宅地の社会問題としてク
ローズアップされている。この授業では、受講
生は、実際のごみ屋敷を視察し、かつ当該ごみ
屋敷の近隣住民や行政で携わっている市議会議
員との対話を通じて問題解決について考えを深
めていった（表 3、図 7）。

表 3. 当日の授業展開

14：35　京急田浦駅改札集合
14：45 ～ 15：00　近隣から実際の「ごみ屋敷」
の現場見学
※併せて近隣住民の方から実情説明
15：00 ～ 15：10　加藤眞道横須賀市議会議員
から説明
15：10 ～ 15：20　グループ討議
15：20 ～ 15：30　総括（出石）
15：30　解散

図 7. ごみ屋敷に関する説明資料

3.5 身近な地域の課題とその解決策を考える～
グループワークと発表（第 5 回）
　最終回、受講生は第１回から第４回までに学
んだことを振り返りながら、自身が身近に感じ
ている地域課題を取り上げたうえで、グループ
で解決策を考えて、プレゼンテーションを行っ

た。発表にあたっては“SDGs を自分ごととし
て捉える”ために「SDG ｓの 17 の目標」との
関連性についても考えた。
　授業実施にあたっては、外部担当教員は全員
参加して、グループワークの支援を行った。受
講生は 4 グループに分かれてワークシートを基
にグループワークに取り組んだ。テーマの内訳
としては授業で扱った空き家問題が 2 グループ、
ごみ屋敷が 2 グループであった（図 8）。
　ワークシートは「身近に感じている地域課題」

「着目した問題点・解決できない原因」「SDG ｓ
17の目標との関連性」「解決に向けて私たちにで
きること」で構成され、グループ全員で話し合い
ながら 1 枚のワークシートを完成させた（図 9）。
また、グループワークでは、必要に応じて受講
生は持参したノートパソコンやスマートフォン
で課題に関する情報を調べて、グループ内で共
有していた。
　ワークシートから、ごみ屋敷に関しての問
題点として、いつまでもごみが減少しないこ
と、住民に対するイメージダウン、ごみを処
分するための金銭問題などを指摘していた。ま
た、SDGs17 の目標については、「すべての人に
健康と福祉を（3）」「住み続けられるまちづく
りを（11）」などと関連させており、解決策と
しては、ごみ問題を認知させる、ごみ屋敷の住
人にカウンセリングを受けさせるなどが挙がっ
ていた。空き家問題では、問題点として、個人
所有のため勝手に壊すことができない、崩壊の
危険性、放火の恐れなどを指摘していた。また、
SDGs については、11 のまちづくりだけでなく、

「つくる責任 つかう責任（12）」「陸の豊かさも
守ろう（15）」「パートナーシップで目標を達成
しよう（17）」とも関連させている。解決策とし
ては、住民が巡回制度で管理していく、近隣の
生徒のボランティアを依頼する、空き家所有者
に許可を得て近くの町で有効活用できるように
する、改修してカフェやコミュニティ施設で再
利用するなどが挙がっていた。
　プレゼンテーションでは、受講生は壇上にて
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1 グループ 3 分程度で発表し、発表後に教員が
フィードバックを行った（図 10）。

図 8. 発表に向けたグループワーク

図 9. 発表に向けたワークシート（事例：空き家問題）

図 10.SDGs のアイコンを持ちながらプレゼン

3.6 「六浦祭」における総合学習に関する展示
　2019 年 10 月 25 日、26 日に開催された関東学
院六浦中学校・高等学校の六浦祭にて、この総
合学習の取り組みに関するポスターが展示され

た（図 11）。ポスターでは、空き家とごみ屋敷の
課題について、SDGs の観点を踏まえて、フィー
ルドワークの様子や課題解決策の提案をまとめ
ている。

図 11. 六浦祭でのポスター発表

４．バックキャスティングによる教育プログラ
ムの開発
　今回の総合学習での実践は、これまでの報告
のように一定の成果は残したものの、今後に向
けた課題も山積している。大きなところでは、受
講者の評価や学習成果の測定については、現状
では不十分であり、今後はグループワークやプ
レゼンテーションなどパフォーマンスの評価を
行うために、ルーブリックの開発などが必要で
あろう。また、最後のグループワークで地域の
課題に関して自分ができることについて発表さ
せたが、これに加えて、これから大学や高校で
学んでいきたいことを考えさせる仕掛けがあれ
ば、より生徒の学習へのモチベーションに繋が
る可能性が高くなる。
　このような SDGs に関する教育プログラムの
開発の参考となる手法として、「バックキャス
ティング（Backcasting）思考」があげられる。
バックキャスティングの考え方は、シナリオ作
成手法として Robinson（1990）が提唱したも
ので、現在を始点として未来を予測するフォア
キャスティング（Forecasting）と対照的に、あ
るべき将来を起点として現在までの道筋を描く
手法である。
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　図 12 は、Robinson の考えを基に、木下他
（2018）がバックキャスティングによるシナリオ
作成アプローチを図解したものである。この考
え方を基に、木下らは、持続可能な都市の在り
方を探るための将来へのビジョンづくりにおい
て、バックキャスティングの考え方に基づいた
市民参加型のワークショップを実践した。この
バックキャスティングに近い考え方で、教育学
ではウィギンズ＆マクタイ（2012）が「逆向き
設計（Backward Design）」を提唱している。逆
向き設計は、求められている結果、すなわち育
成すべき人材像から逆算してカリキュラムや授
業を設計していく考え方である。

（木下他 ,2018:131, 図 1）

図 12. バックキャスティングによるシナリオ作成のアプローチ

　今後、SDGs の枠組みが社会全体で広がるに
つれて、教育現場でも SDGs に関連した取り組
みが一層求められることが予期される。上記の
バックキャスティングや逆向け設計のような理
論的枠組みを踏まえつつ、教育現場に寄与でき
る教育プログラム開発と実践を行っていきたい。
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　総合学習で授業の機会を頂き、かつ多大なる
支援をして頂きました関東学院六浦中学校・高
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